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Ⅰ （１） 健康・長寿おきなわの推進

1
28頁
8行

県民、地域、学校、医療機関、大
学、研究機関、関係諸団体、行政
等における連携

医師会、歯科医師会、看護協会、
栄養士会等との連携が「健康・長
寿おきなわ」再生には無くてはな
らない。

「関係団体」を追記することに
ついて配慮願います。

意見のとおり「関係団体」を追記
する。

関係団体との連携も必要である。

新垣慶子
健康増進
課

2
28頁
8行

「日本一の長寿県」復活につい
て、「男女とも」という表現を追加
し、トータルで日本一を目指すくら
いの気構えが必要である。

女性の平均寿命だけが全国1位
を維持したとしても、男性の順位
が低ければトータルで日本一で
はないのではないか。

平均寿命日本一を取り戻そう
というのは、沖縄全体に関
わってくる問題だということ
で、福祉保健部会では重視し
ている。

「このため、男女ともに平均寿命
日本一を取り戻し、「健康・長寿お
きなわ」の維持継承と「日本一の
長寿県」復活に向けて」に修正

「男女ともに」を追記する必要が
ある。

照屋　寛
健康増進
課

3
28頁
10行

保健、医療、福祉の表記順番に
ついて、文言の統一が必要であ
る。

普通に使われている並びで並
び替えていただく。

２８頁１０行目および３１頁１７行
目
「保健、医療、福祉」に統一

慣例的に使用している表現に統
一する。 照屋　寛

福祉保健
企画課

4
28頁
17行

「健康・長寿の島」を世界に発信
していくため、沖縄に古来からあ
る「食文化・風土・コミュニティー」
の良さを見直し、県民一体となっ
た、・・・

「見直す」の表現について「再
評価」、「再確認」など適切な
文言を検討して欲しい。

「健康・長寿の島」を世界に発信
していくため、沖縄の独特の「食
文化・風土・コミュニティー」の良さ
を再評価し、県民一体となっ
た、・・・

28項3行「沖縄独特の風土や食文
化等に支えられた～」の記述に合
わせ「独特の」という表現を加え
る。「見直す」という言葉の持つ意
味が「欠点を正す」となっており、
マイナスイメージを受けるため「良
さを再評価」に変更する。

小渡　敬

健康増進
課
福祉・援護
課

5
28頁
19行

生涯スポーツ社会づくりや余暇教
育の推進、スポーツコンベンショ
ンの振興を図る。

部会意見として提案する。 提案意見のとおり修正したい。 生涯スポーツの振興は健康づくり
にもつながる。 小渡　敬

健康増進
課

6
28頁
21行

健康・長寿に資する沖縄の食文
化・風土・コミュニティーを見直し、
生活習慣病等の予防や・・・

「見直す」の表現について「再
評価」、「再確認」など適切な
文言を検討して欲しい。

「健康・長寿に資する沖縄の独特
の食文化や風土・コミュニティー
の良さを再評価し、生活習慣病
等～」と訂正したい。

28項3行「沖縄独特の風土や食文
化等に支えられた～」の記述に合
わせ「独特の」という表現を加え
る。「見直す」という言葉の持つ意
味が「欠点を正す」となっており、
マイナスイメージを受けるため「良
さを再評価」に変更する。

小渡　敬

健康増進
課
福祉・援護
課

7
29頁
12行

一貫した食育の推進（学校と地域
が一体となった弁当の日の創設
などを通じて学校から食の教育を
行うこと）を図るとともに、・・・

食育の推進も大事だというこ
とで学校現場から弁当の日を
作るなど、子どもの時から環
境や考え方を変えることが非
常に大事なため、提案する。

原案どおりとしたい。 細かい例示は表記しない方向で
整理したい。

小渡　敬
健康増進
課
教育庁
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～推進する。特に、世界に誇れる
沖縄の食文化及び長寿を支えた
食生活等のあり方について、次
世代を担う若者に、学校教育を
はじめ、幼い頃から様々な食と栄
養の体験活動を通して食の自立
を支援する。さらに、沖縄の食文
化～

学校卒業後の男子の肥満率の高
さなど、生活習慣病の改善には、
「人づくり」の分野と関わります
が、食育の重要性を追加して欲し
い。

・「長寿を支えた食文化や食生活
等」については、「独特の」という
文言で表す。・「次世代を担う若
者」等については、「こどもからお
年寄りまでそれぞれのライフス
テージに応じて、」との記載に含
めている。
・「食の自立」の文言は、国でも使
用されておらず、一般的な定義が
はっきりしないため追記は控えた
い。

新垣慶子
健康増進
課
教育庁

肥満でありながら悪しき生活習慣
を改善しようとしない沖縄男性に
警鐘を鳴らすことができるような
表現で記載する必要がある。

せっかく追記するのであれば、
色々解釈できるような表現ではな
く、県民にわかりやすい記述にし
た方がよい。

肥満度は、男女とも全国平均を
上回っている。また、学童期から
肥満傾向にある者も多く、幼いこ
ろからの生活習慣が重要であり、
学校教育等での「食育の推進」が
図られるよう関係機関と連携して
いきたい。

照屋　寛
健康増進
課

（２） 子育てセーフティネットの充実

9
30頁
16行

本県の特性を踏まえ、琉球大学、
県立病院、民間の医療施設が一
体となり周産期医療施策の取組
を強化する。

少子化に歯止めをかけ、高齢者
を支える世代にしっかりして欲し
いと言うことと、女性が安心して
子どもを生み育て、社会参加する
という意味では、県立や琉大だけ
ではなく、やはり民間が体制を整
えて周産期医療の施策に協力し
て欲しい。

部会意見として提案していく 提案どおり修正したい。 周産期医療体制の充実強化は、
公・民を問わず、関係機関が連携
して一体的に取り組む必要があ
る。

小渡　敬
健康増進
課

10
30頁
17行

また、・・・待機児童解消に向け
て、保育士の育成と認可保育所
の 大限の活用、老朽化（定員
増）等に伴う保育所整備や認可
外保育施設へ通う保護者への支
援並びに認可化を図る。また、地
域・保護者ニーズに合わせた幼
稚園、公立保育所、認可保育所、
認可外保育施設等の子育て支援
機能の役割を見直し、特性を生
かした育児相談などの地域子育
て支援、多様な保育サービスの
充実、児童の健全育成のための
児童館や放課後児童クラブの設
置促進等を図る。

認可保育所の団体で調査したと
ころ、認可保育所の施設数はあ
る程度整っていると考える。待機
児童解消のためには施設の有効
利用が必要であり、保育士の育
成、掘り起こしが大切であると考
える。認可外保育施設を認可化
することがゴールではなく、幼稚
園、公立保育所、認可外保育施
設等の子育て支援の各施設の役
割の見直し、それぞれに必要な
支援を行うことが必要であると考
える。

金城　努
青少年・児
童家庭課

11

保育士が保育の現場に従事し続
けられるような環境づくりが重要
である。

照屋　寛
青少年・児
童家庭課

8

照屋委員の意見をニュアンス
として付け加える様な表現に
なるように文章の追記を提案
していただきたい。

「待機児童解消」の後に「保育
士の育成」という文言が続くこ
とには違和感があるので別の
場所に記載する。
保育士の人材確保には、保
育士の処遇面が問題である、
というふうに表現をかえて提
案する。
「認可外保育施設の役割を見
直す」ことについても、事務局
から文案を出していただく

「また、・・・待機児童解消に向け
て、保育所整備や認可外保育施
設への支援並びに認可化等を図
る。さらに、多様なニーズに対応
した育児相談などの地域子育て
支援、保育サービスの充実、児童
の健全育成のための児童館や放
課後児童クラブの設置促進を図
るとともに、離職防止対策等を実
施し、保育士の供給・確保体制
の推進に取り組む。」に修正。

意見の趣旨等を踏まえ「保育士
の育成」については、当該段落の
後段で左記のとおりとした。
　「･･･保育所の 大限の活
用･･･」については、「認可化等」
で整理した。
 また、「地域・保護者ニーズ・・・
役割の見直し」については、まず
は、多様なニーズに対応した、地
域子育て支援、保育サービスの
充実等で取り組んでいくこととし、
子育て支援機能の役割の見直し
については、今度、多様なニーズ
への対応の一環として必要であ
れば検討していく。

29頁
12行

「また、沖縄の独特の食文化や食
を通じたコミュニケーション強化
等、・・・・」に修正
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12
30頁
26行

ひとり親家庭等・・・母子（父子）
家庭の母（父）等の資格取得や
技能取得、・・・

現実に父子家庭あり明確し、同じ
支援が必要である。

「父子」の追記について、事務
局で整理して提案していただ
きたい。

「ひとり親家庭等の自立支援につ
いては、保育サービスの利用促
進等による子育て・生活支援策
の充実を図るとともに、関係機
関・団体等の連携促進や相談体
制の充実等を図る。さらに在宅
就業支援事業、資格取得や技能
習得、事業主に対する啓発活動
等による就業支援策の実施によ
り、自立支援の充実に向けて取
り組む。」

　「ひとり親家庭等」については、
「母子家庭」及び「寡婦」だけでな
く「父子家庭」も当然に含まれて
いる。
　修正文案においては、「子育て・
生活支援策」を前半に、「就業支
援策」を後半に記述して整理し
た。

金城　努
青少年・児
童家庭課

13
31頁
5行

子ども・若者の育成支援について
は、行政区や自治会などを活用
した支援機関のネットワーク
を・・・

行政区や自治会を外して、
「地域や支援機関のネット
ワークを」という表現で提案す
る

子ども・若者の育成支援について
は、沖縄の伝統芸能、祭りなどの
イベントや自然を生かした取組な
ど、地域における多種多様な居
場所づくりに努めるとともに、ニー
ト、ひきこもり等の子ども・若者を
支援するため、福祉・医療・雇用
等の支援機関のネットワークを構
築する。

「支援機関のネットワーク」につい
ては、様々な問題を抱えた子ど
も・若者を支援するためのネット
ワークであるため、左記のとおり
説明を追加して修正。
併せて、6行目の「地域全体によ
る・・・」と5行目の「支援機関
の・・・」を入れ替え、左記のとおり
修正した。

小渡　敬
青少年・児
童家庭課

14
31頁
6行

自然を生かした取り組みや祭り
への取り組みなど、多種多様な
居場所づくりに努める。

沖縄の伝統芸能が前にある
ので、その後に「まつりなどの
イベントや自然を活かした取
組」という形にして提案する。

小渡　敬
青少年・児
童家庭課

15
31頁
14行

本項目で指摘した「子どもたちが
健やかに生まれ育ち、豊かな可
能性が発揮できる社会」の実現
に向けて、その中核的な役割(企
画開発・実践・モニタリング等）を
担う、沖縄独自の子育てネット
ワークセンター(「ワラバーネット
ワーク」仮称)を設置する。

保育所整備や「幼稚園」料金の軽
減等、ハード面の整備や利用料
金面への支援等のみでは、「沖
縄の未来を担う子ども達が健や
かに生まれ育ち、豊かな可能性
が発揮できる社会を構築」するに
は不充分である。

個人情報保護法の問題で
ネットワークづくりは難しい。
ネットワークは行政から作って
もらうのではなく、それぞれ同
じ事をやっている人達が、ま
ずは力を合わせて集まって
作ってみることが必要かもし
れない。また、行政のほうから
もやってもらう必要がある。沖
縄の特殊性を踏まえて、提案
していく。

「（２）子育てセーフティネットの充
実
沖縄の未来を担う子どもたちが健
やかに生まれ育ち、豊かな可能
性が発揮できる社会を構築する
ため、関係機関との連携の充実
等を図り、母子保健の充実及び
地域における子育て支援・・・」に
修正

新たなネットワークセンターの設
置については、ＮＰＯや関係団体
等、既存の資源を活用して連携を
強化していくことで対応していきた
い。
しかし、各施策の達成について
は、関係機関との連携の充実は
必要であることから、（2)の総括部
分30頁７行(左記参照）に追記し
た。

本村　真
青少年・児
童家庭課
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16
制度
要望

子育て支援について、離島への
対策が充分に明記されていな
い。離島を特別モデル地区として
沖縄県全体で幼保一元化を進め
るなり、なんらかの措置が急速に
必要である。

－ 　福祉サービスの提供が困難な
離島においては、実情に応じ、高
齢者・子ども・障害者等が必要な
サービスを離島総合福祉サービ
スとして一体的に提供する仕組
みを提案している。(76頁に記載）

崎枝百合香
青少年・児
童家庭課

17
制度
要望

通常保育だけではなく、病児保育
などのサービスも一切無いため
子供が病気をすると仕事を休ま
なければならない。シングルペア
レントの家庭では仕事を休む＝
収入減少であり、その辺の対策も
同時に進めるべきではないか。

－ 　福祉サービスの提供が困難な
離島においては、実情に応じ、高
齢者・子ども・障害者等が必要な
サービスを離島総合福祉サービ
スとして一体的に提供する仕組
みを提案している。(76頁に記載）

崎枝百合香
青少年・児
童家庭課

18
制度
要望

介護においても有資格者が極端
に少ないのも離島地区の問題点
ですのでそういった人材を育成す
る面からも支援が必要である。

－ 第５章-２-（３）宮古・八重山圏域
のエ－（イ）において「専門的福祉
従事者の養成・確保を図る」（135
頁）と表記しており、提案の趣旨
は既に盛り込まれていると考える

崎枝百合香
高齢者福
祉介護課

19
制度
要望

沖縄は、全国一出生率が高いか
もしれないが、離婚率、シングル
ペアレントの率もかなり高い。同
時に対策しないと後で問題が出
てくる。

－ 　福祉サービスの提供が困難な
離島においては、実情に応じ、高
齢者・子ども・障害者等が必要な
サービスを離島総合福祉サービ
スとして一体的に提供する仕組
みを提案している。(76頁に記載）

崎枝百合香
青少年・児
童家庭課

（３） 健康福祉セーフティネットの充実

20
31頁
19行

本県の高齢者が生き生きと暮ら
せるよう、日本のモデルとなり、
世界のモデルとなるようなサービ
スの提供や・・・

何年後かに必ず沖縄の人口
も減ってくる。今からちゃんと
対策を取っていくために、提
案する。

原案どおりとしたい 21世紀ビジョンにおいて、日本・
世界のモデルとなるような長寿社
会の実現が目標に掲げられてい
ないこと、また、後段に記載され
ている施策の内容と整合を図る
必要があり、慎重に検討する必
要がある。

小渡　敬
高齢者福
祉介護課

21
31頁
23行

介護保険サービスを促進するとと
もに、宮古島や石垣島等、介護
人材の養成機関の無い地域にお
いては養成機関の分校や研修の
機会確保などを積極的に推進
し、当該地域において人材の養
成、確保ができるようなシステム
を構築し、安定的なサービスの供
給と質の向上に取り組む。

過疎僻地でどのように実現してい
けるのか実現可能性のあるもの
として期待や希望が持てる計画
でありたい。画一的な表現でなく
離島過疎地域振興部会として、
本島のさらに離島に住む住民に
納得できるようそのような表現に
していただきたい。

常設ではないが、必要に応じ
て養成研修を実施して対応し
ているという現状を事務局か
ら回答する。

離島過疎地域振興部会に伝達済

當山房子
（離島過疎
地域振興
部会委員）

高齢者福
祉介護課

提案ということで扱い、事務局
から回答していただく。
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第3回部会様式3-1
福祉保健部会における主な意見の整理(福祉保健部会の所管する分)

番
号

修正
箇所

委員意見(修正文案) 理由等 審議結果 事務局意見（修正文案等） 理由等 委員氏名
関係部署

名

22
32頁
4行

活力ある地域社会の構築を推進
するため、地域活性化計画を策
定し、街づくりや高齢者の担い手
づくりを支援する。

既に地域活性化計画のような
ものを策定しているということ
なので、この提案は省く

原案どおりとしたい (理由）既存の「市町村計画」及び
社会福祉法による「地域福祉計
画」等が策定されている。各種計
画を見直し地域実情に対応したも
のへと改正することで、修正意見
へ対応可能であると思われる。

小渡　敬
福祉・援護
課

23
32頁
7行

高齢者向け住宅の普及促進を図
り、ＩＴ、デジタルテレビなどを利用
した高齢者の見守り、安心・安全
対策を講じる。

具体的なデジタルテレビの記
述は削り、「普及啓発を図り、Ｉ
Ｔ等を活用して高齢者の見守
り、安心・安全対策を講じる」
ということで提案する。

提案のとおり修正したい

小渡　敬
高齢者福
祉介護課

24
32頁
11行

県及び市町村による相談及び認
知症地域支援体制の整備

沖縄県の基本計画として、地域
福祉の第一義的な推進を、市町
村を通じて行う事が有意義である
ことを明示する

部会としてこの意見を提出す
る
部会で出た意見を踏まえた修
正文案とすること

安全・安心な高齢社会づくりに向
けては、市町村など身近な地域
における相談・支援体制の整備を
促進するとともに、認知症高齢者
を含む高齢者虐待の防止や養護
者支援等の事業を実施し、高齢
者の権利擁護を推進するほか、
認知症に関する正しい理解を促
進する。

・委員からの意見については、
「市町村など身近な地域におけ
る」という表記を追加した。
なお、体制整備については、認知
症に限らず高齢者の権利擁護全
体に係る取り組みであるため、文
章の前半部分に記載した。
・その他、認知症に関連する記載
の整理を行った。

照屋　寛
高齢者福
祉介護課

25
32頁
16行

このため、障害者の地域生活の
支援については、全島均等で市
町村など・・・住まいの場の確保
等の保健、医療及び福祉サービ
ス、教育支援の充実を図る。

地理的、市町村財政など要因に
より保健・医療・福祉サービス、教
育支援が県内どこに住んでも障
害者を県全体で支援し、格差の
ないようにする為。

主旨を活かして、「格差がな
い」ということが含まれている
ような表現の修正文案として
いただきたい。
「教育支援」の充実について
も追記して強調する。

原案どおりとしたい ①障害者の福祉サービスには、
地域生活支援事業のように地域
の特性や利用者の状況に応じて
市町村が柔軟に実施できる事業
があることから、「全島均等」とい
う記述は慎重に検討する必要が
ある。
②「教育支援」については、基本
計画（素案）の５「多様な能力を発
揮し､未来を拓く島を目指して」に
おいて整理。（３のウ「時代に対応
する魅力ある学校づくりの推進」
P92）

金城　努
障害保健
福祉課
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第3回部会様式3-1
福祉保健部会における主な意見の整理(福祉保健部会の所管する分)

番
号

修正
箇所

委員意見(修正文案) 理由等 審議結果 事務局意見（修正文案等） 理由等 委員氏名
関係部署

名

26
32頁
17行

日中における活動の場や老朽化
による施設入所支援事業所や共
同生活援助並びに共同生活介護
等住まいの場の確保等の保健、
医療及び福祉サービスの充実を
図る。

復帰前後に整備された障害児者
施設の老朽化が著しい。特に沖
縄県は周囲が海に囲まれ他県に
比べ建物の老朽化の進行は早い
と思われる。
また入所施設利用者の中には、
「地域で普通のくらし」を希望され
ている人が多数いると思われま
す。
共同生活援助（グループホーム）
や共同生活介護（ケアホーム）の
整備が進めば入所施設から地域
生活への移行が進むと思われ
る。よって国庫補助（国負担分の
増も含め）による施設整備をお願
いしたい。

上間委員の提案に沖縄独自
の要因を加えた形で提案す
る。

生活訓練や就労訓練等の日中に
おける活動の場や、再整備の必
要な施設及びグループホーム等
の住まいの場の確保等の保健、
医療及び福祉サービスの充実を
図る。

日中活動と住まいの場を組み合
わせることが、新しい障害福祉
サービスの基本体系なので、両
者の表現をバランスよく記述し
た。

上間久男
障害保健
福祉課

27
33頁
21行

緊急医療用ヘリコプター並びに病
院船の活用など、離島・へき地に
おける・・・

原案どおりとしたい 国際貢献の観点から病院船配備
を国へ要望している事から、86頁
17行に盛り込む事で整理したい。 小渡　敬 医務課

28
33頁
13行

医師の養成を行うとともに、就学
資金による学生への支援、離職
防止などの充実強化を関係機関
（沖縄県看護協会）等と連携し看
護師の供給・確保を推進する。

看護師の確保・離職防止につい
ては全県的な問題であり民間養
成所の安定的運営の為の支援と
いうとらえ方はどうかと思います。
県内すべての看護師を対象にす
るように奨学資金制度を検討して
いただきたい。

委員の読み違えであると思わ
れるので、部会意見として取
り上げない。

― ―

當山房子
（離島過疎
地域振興
部会委員）

医務課

29
76頁
4行

福祉サービスの向上について
は、それぞれのサービスが単体
で供給できない場合は地域の実
状に応じ高齢者、子ども、障害者
等に対する福祉サービスを総合
的に提供できるように許認可を柔
軟にし・・・

小規模離島と限定してしまうと考
え方が狭小になり自由度がなくな
ります。
本島においても石垣島や宮古島
など人口規模やサービスの基盤
整備が整っているかのように見え
る地域でも、名護以北、石垣島で
は川平地域や白保地域以北等は
サービスを安定的に提供する人
口規模にないため総合的なサー
ビスを提供できることが望ましい。

福祉保健部会からの意見とい
うことで文言の追加を提案し
てくこととする。

福祉サービスの向上について
は、福祉サービスの提供が困難
な離島において高齢者・子ども・
障害者等に対する福祉サービス
を総合的に提供できる制度を活
用し、拠点施設の整備や運営費
への補助、サービス提供に係る
人材確保のシステムづくりを促進
するとともに、子育て親子同士や
世代間交流等の場としても活用
できるよう取り組む。

離島の規模に関わらず、福祉
サービスが提供できる旨を明示し
た。

當山房子
（離島過疎
地域振興
部会委員）

高齢者福
祉介護課
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第３回の福祉保健部会の進め方について

◇本来なら…

　　

審議会答申 県民意見 団体意見 市町村意見

事務局(県)

◇今回は・・・

　　

意見すり合わせ 事務局意見

審議会答申 県民意見 団体意見 市町村意見

事務局

「新たな計画の基本的考え方」完成

修正文案を答申

総合的に勘案して「新たな計画の基本的考え方」を修正

文章化（ｂｙ事務局）

部会委員相互の自由闊達な意見交換

「新たな計画の基本的考え方」完成

部会委員相互の自由闊達な意見交換

修正文案を答申

総合的に勘案して「新たな計画の基本的考え方」を修正

文章化（ｂｙ事務局）

部会委員としては、自分
たちの意見がどう反映さ
れたのか、あるいはなぜ
反映されなかったのか知
るすべがない

第１～第３回の審議

第１～第２回の審議

第３回の審議

部会委員は、自分たち
の意見がどう反映され
たのか、あるいはなぜ
反映されなかったのか
を推測することができ
る。


